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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  e-Taxまたは郵送での申告にご協力を
  確定申告

確定申告に関して 市民税・県民税に関して
豊田税務署
☎0565-35-7777
自動音声案内「0」

税務課（市民税担当）
☎32-8003　
N32-2585

　確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に発生した
全ての所得をとりまとめて、所得税を計算し税務署へ申告し
て納税する手続きのことです。

確定申告に当たっての留意事項

確定申告の方法

■ふるさと納税
　次のいずれかに該当する人はふるさと納税のワンストッ
プ特例の適用申請の有無にかかわらず、全てのふるさと納
税に係る寄附金を含めて確定申告をする必要があります。
●令和3年分の確定申告をする
●ふるさと納税先が6団体以上ある

■医療費控除
　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに
「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。申告会
場を利用し医療費控除を受ける人は、完成した明細書を必
ず持参してください。なお医療費の領収書は自宅で5年間
保存する必要があります。

　

☎0570-01-5901操作にお困りの人は、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ電話

確定申告書等作成コーナー 画面の案内に従い入力
提出は、
e-Taxまたは郵送でOK！

パソコン・スマートフォンで申告
国税庁ホームページ

次のいずれかで提出
■�2月1日（火）以降に市役所2階税務課、サンネットへ直接
■�豊田税務署（〒471-8521�豊田市常

とき わ
盤町1-105-3）へ郵

送、または直接（土・日祝日、執務時間外でも「時間外提
　出箱」に提出可）
※提出箱や郵送で提出する場合で申告書控に受付印が必要
な人は、控用と返信用封筒（要切手）を同封してください。

申告書に
必要事項
を記入

申告書を記入して郵送などで申告

申告・相談期間
2月16日（水）～3月15日（火）

　申告会場は大変混雑します。新型コロナウイルス感染症対策のため、安心・安全な
自宅からのe-Taxまたは郵送による提出にご協力ください。

次のいずれかで申告書を入手

■�2月1日（火）以降に市役所

■�国税庁ホームページから
ダウンロード

ホームページ

2階税務課、サンネットで配付
※配付できる申告書には限りがあります。

※振替納税は、申告・納税期限までに確定申告書を提出された
場合に限ります。還付される税金がある場合には、確定申告
書の「還付される税金の受取場所」欄に振込先金融機関名、支店
名、預金種類および口座番号（ゆうちょ銀行の口座への振り込
みの場合は記号および番号）を正確にご記入ください。

■納税および還付について
税目 申告・納税期限 口座振替日

申告所得税・
復興特別所得税 3月15日（火） 4月21日（木）

消費税・地方消費税 3月31日（木） 4月26日（火）

　税の質問に対する回答を
税金の種類別やキーワード
で検索することができます。 ホームページ

タックスアンサー
　確定申告の内容別に分か
れた動画を配信しています。

動画でみる確定申告
　チャットボットに質問内
容を入力するとAI（人工知
能）が自動で回答します。 ホームページ

チャットボット

自宅で申告にお困りのときのお問い合わせ先

ホームページ
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みよし市役所申告会場 2月16日（水）～3月15日（火）の平日
9：00～11：00、13：00～16：00

インターネット  
みよし市役所3階研修室1・2・3

※各会場とも、マスクの着用、会場でのアルコール消毒、その他感染症防止
対策にご協力をお願いします。また、検温の結果、受け付けをお断りする場
合がありますのでご了承ください。

場所

□�所得金額の分かるもの（源泉徴収票の原本など）
□各種控除証明書の原本
□筆記用具、電卓
□�マイナンバーカード
　（または、マイナンバーの記載の
　ある住民票と運転免許証など）

申告会場、説明会、相談会への
持ち物チェックリスト□�

□�申告者名義の預貯金口座番号の分かるもの
　（還付申告の場合）
□�昨年までに電子申告に係る利用者識別番号の交付を
受けた人は、その通知書など利用者識別番号の分か
るもの
□�以前申告相談会場を利用した人は、確定申告書の控
えの入った封筒
□�税務署から確定申告書、確定申告書のお知らせの封
書、またははがきが送られてきた人はその書類

談 明会 会相 説＆

豊田市福祉センター
申告会場

「豊田市福祉センター申告会場」の開設期間以外の平日は、
豊田税務署で申告相談を行います。1月12日（水）までの
相談は電話での事前予約（☎0565-35-7777（自動音声案
内「2」））、1月13日（木）以降の相談は入場整理券が必要で
す。

※2月20日（日）、27日（日）は開設

対象対象 所得税・消費税（個人）・贈与税の申告相談所得税・消費税（個人）・贈与税の申告相談

対象対象 所得税のうち給与所得者・年金受給者の所得税のうち給与所得者・年金受給者の
申告相談申告相談

豊田市福祉センター4階（豊田市錦
にしき

町1-1-1）場所

入場整理券の配付受付

場所

2月16日（水）～3月15日（火）の平日
9：00～17：00

入場整理券は会場での当日配付のほか、
1月11日（火）からLINEアプリを使った
オンラインでの事前発行が可能です。
※詳しくは国税庁ホームページ、広報み
よし2月号でお知らせします。

予約

予約

電話  ☎0561-76-5116
予約受付は2月1日（火）～3月14日（月）の平日9：00
～16：30
※前日までに必ず予約してください。予約がない
人は受け付けできません。

次に該当する人は、みよし市役所申告会場で相談でき
ません。下記の豊田市福祉センター申告会場をご利用
ください。
●みよし市内在住でない　●貸家・貸地がある
●住宅借入金等特別控除がある　●自営業・農業
●土地・建物・株式などの譲渡や贈与があった
●外国において支払われる公的年金があった
●消費税の申告が必要　●株の配当があった

事前予約が必要です

入場整理券が必要です

予約受付は1月25日（火）9：00～3月14日
（月）17：00
※ネット予約での受け付けを先に開始します。

LINE

住宅借入金等特別控除に
関する確定申告説明会

入場整理券が必要です

みよし市役所3階研修室
1月24日（月）・25日（火）
午前の部10：00～（整理券配付開始9：30～）
午後の部13：30～（整理券配付開始13：00～）
※当日会場で入場整理券を配付し、順次受け
付けします。
※対応できない申告もあります。

日時

※申告に必要な書類は国税庁ホームページをご覧ください。

対象対象 令和3年中に住宅ローンなどを利用して令和3年中に住宅ローンなどを利用して
自宅を新築、または購入した人自宅を新築、または購入した人

2月14日（月）・15日（火）9：00～17：00
※当日会場で入場整理券を配付するほか、
LINEアプリで事前発行された入場整理券に
より順次受け付けします。

日時

豊田市福祉センター4階
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  新市長就任  秘書課　☎32-8032　N34-6008

　農業・商業・工業などの業務に精励し、他の模範となるような技
術や実績を有する人に贈られる勲章である黄綬褒章を、ハマプロ
ト株式会社の山

やまぐち

口稔
としひろ

浩さんが受章しました。長年にわたり多種多
様の加工機を自在に操り、高精度の製品を製造する卓越した技能
が認められました。
　山口さんは、これまでに技能グランプリで内閣総理大臣賞や現
代の名工・愛知の名工となる卓越した技能者表彰、愛知県優秀技
能者表彰も受賞され、現在も技術向上に取り組まれるとともに後
進の指導育成にも尽力されています。

  黄
おうじゅほうしょう

綬褒章受章報告会　産業課　☎32-8015　N34-4189

　国や公共事業に対し功労がある人に贈られる勲章である旭日双
光章を、加

か と う

藤芳
よしふみ

文さんが受章しました。加藤さんは平成7年4月
から6期22年の長きにわたり議会議員を務められました。議員就
任中、三好町議会において生活経済委員会委員長、総務協働委員
会委員長、文教厚生委員会委員長などを、みよし市議会において
は経済建設委員会委員長、議会改革推進特別委員会委員長などを
歴任。三好ケ丘第三特定土地区画整理事業による住環境の整備や
特定健診・特定保健指導・後期高齢者健診の実施による健康福祉の
充実などに尽力され、本市の発展に大きく貢献されました。

  旭
きょくじつそうこうしょう

日双光章受章報告会　総務課　☎32-8000　N32-2165

　11月14日公示のみよし市長選挙で初当選した小
お や ま

山祐
たすく

市長が、
12月8日（水）、職員が迎える中、初登庁し職員に対して訓示を
行いました。

小山　祐　

昭和53年生まれ
愛知大学法学部卒
平成13年　衆議院議員秘書
平成19年　愛知県議会議員
令和3年12月８日　　みよし市長
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  小型充電式電池の回収を開始します  環境課　☎32-8018　N76-5103

  長野県木
き そ ま ち

曽町へお得に遊びに行きませんか　観光協会　産業課内　☎34-6000　N34-4189

　みよし市の友好都市、長野県木曽町の宿泊施設の助成券を
交付しています。市内在住・在勤・在学、また、グループ代表
が市内在住・在勤・在学であれば、そのグループ全員の木曽町
宿泊助成対象施設の助成券を申請できます。木曽町にしかな
い、冬の魅力がいっぱい！　新型コロナウイルス感染防止対
策をして、ぜひご利用ください。

ホームページ

内容 �木曽町が指定する宿泊施設での令和4年2月28日（月）ま
での宿泊分について、1人1泊につき4,000円分の助成
券を発行

※営利目的のツアーや合宿などでの利用はできません。
※他の助成券との併用はできません。
※対象施設はホームページでご確認ください。
申込 �次のとおり
①宿泊施設に直接予約
※必ず申請前に宿泊予約をしてください。
②観光協会（市役所4階）で申請し、助成券を受領
※申請受け付けは2月18日（金）までです。
③宿泊日当日に、助成券を宿泊施設に提出

　 1月4日（火）からみよし市内３カ所
のリサイクルステーションで、小型充
電式電池の回収を開始します。

【対象】【対象】

【回収場所】

リサイクルマークが目印です

【回収方法】

例えばこんな製品に使われています

ニカド電池 リチウムイオン電池ニッケル水素電池JBRCホームページ

リサイクルマークの記載がある以下の電池
●ニカド電池
●ニッケル水素電池
●リチウムイオン電池
※詳しくはJBRC（「資源の有効な利用の促進に関する法律」
に基づき小型充電式電池の再資源化に取り組む一般社団法
人）のホームページをご覧ください。

市内３カ所のリサイクルステーション
●メグリア三好店（みよし市ひばりヶ丘2-1-5）
●グリーンステーション三好（みよし市三好町上ヶ池1-22）
●三好公園第4駐車場北（みよし市三好町井ノ花16-1）

リサイクルステーション内の小型充電式電池の専用回収
ボックスで回収します。発火の恐れがありますので、セロ
ハンテープなどで必ず絶縁してください。 電気シェーバー

携帯ゲーム機
ノートパソコン

電動歯ブラシ

ごみ分別促進アプリ
さんあ～る

ホームページ
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市政情報や皆さんに特にお知らせしたい情報をお届けします。市 政 ニ ュ ー ス
  毎年恒例「ひな人形展」　歴史民俗資料館　☎34-5000　N34-5150

　毎年恒例のひな人形展を開催します。ひなまつりに飾ら
れた人形を多数展示します。また期間内には県内の博物
館、資料館のひな人形を巡るスタンプラリーもあわせて実
施します。こちらにもぜひご参加ください。

資料館の 形人ひ な

1 22 3月 日 月～ 日（祝）（土） 21
9：00～16：30
歴史民俗資料館

※休館日は毎週月曜日です。

　1月1日現在、市内に償却資産(土地家屋以外の構築物・機
械・器具・備品など事業用資産)を所有している人は申告が必
要です。昨年度に申告した人には、令和3年12月中旬に申告
書を郵送しましたので、必要事項を記入し申告してくださ
い。今回新たに申告が必要な人は、税務課資産税担当へご連
絡ください。不申告や虚偽の申告があった場合は、地方税法
に基づく過料または罰則が適用されることがありますのでご
注意ください。
申告 �1月31日(月)までに申告書を税務課へ郵送、または直接
※申告期限の直前は窓口が大変混み合います。1月17日
(月)までの申告にご協力ください。

  固定資産税（償却資産）の申告  
　税務課　☎32-8019　N32-2585　

 新型コロナワクチンの
 追加接種について
 健康推進課新型コロナワクチン接種推進室
 ☎34-5311　N34-5969

　みよし市では、新型コロナワクチン追加接種の接種券
を随時発送し、接種券が届いた人から接種していただけ
るように対応しています。接種場所や予約などの詳細に
つきましては、接種券に同封する案内をご確認ください。
　発送時期は、本市で保管している接種記録をもとに決
定しています。他市町村で新型コロナワクチンの２回目
を接種した後に本市へ転入した人は、接種済証を持参し
て、健康推進課（保健センター内）へお越しください。

土人形

内裏ひな人形

御殿飾りひな人形

屏風段飾りひな人形

入館無料
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人口�����61,300人（＋29人）

男性�����31,452人（－2人）

女性�����29,848人（＋31人）

世帯数��25,040世帯（＋13世帯）

※（　）は前月比�　��

みよし市の人口
（令和3年12月1日現在）

納税課　☎32-8051  N76-5103

　市税などの納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。
※口座振替は市内の指定金融機関
へ直接お申し込みください。市外
の本支店などで申し込む場合は納
税課までご連絡ください。

（普）…普通徴収

市税などの納期

区分 納付期限
市県民税（普） 4期�1月31日
固定資産税・都市計画税 4期�2月28日
国民健康保険税（普）

7期�1月31日
8期�2月28日後期高齢者医療保険料（普）

介護保険料（普）

　住宅用火災警報器は、火災発生時に煙や熱を感知して火災
の発生を音声や警報音で知らせてくれます。火災を早期に見
つけることができれば、早期避難はもとより、火災の初期段
階で通報や消火ができ被害を軽減できます。

　設置義務のある場所は、次のとおりです。正し
く設置されているか確認しましょう。詳しくは尾
三消防組合ホームページをご覧ください。

　みよし市・日進市・東郷町・豊明市・長久手市を管轄する尾三消防組合からのお知らせです。

【注意点】
●寝室として使用すれば、子ども部屋や和室も対象です。
●階段は原則2階以上に寝室がある場合に限ります。

■こんなところが設置場所

□自主点検で故障の音声が鳴る。
□製造から10年経過している。
□変形、破損している。
□�自主点検で音が鳴らない。

自主点検チェックポイント

住宅用火災警報器を設置しましょう

          NEWS 119 尾三消防  尾三消防組合　☎38-0119

　火災発生時の作動不良を防ぐために、定期的に自主点検
しましょう。住宅用火災警報器の点検は、ひもを引くか、
ボタンを押すかで非常に簡単に点検できます。また住宅用
火災警報器の機器寿命は、一般的に製造から
おおむね10年です。自主点検で次の症状を確
認したら取り替えるようにしましょう。

■定期的に自主点検を

□�

　住宅用火災警報器は一般住宅などを対象に設置が義務づ
けられています。ホームセンターや家電量販店などで購入
できるので、まだ設置していない家は家族の命を守るため
にも住宅用火災警報器を必ず設置しましょう。

ホームページ

とりカエル

  社会教育功労者受賞報告会　教育行政課　☎32-8028　N34-4379

　地域における社会教育活動を推進するため、長年にわたる社会教
育の振興の功績を文部科学大臣より認められ社会教育功労者表彰
を、秋

あきまつ

松成
せ い き

喜さんが受賞しました。
　秋松さんはこれまでに愛知県社会教育委員連絡協議会副会長や西
三河支部長を務められ、現在もみよし市社会教育委員会委員長であ
り長きにわたり社会教育委員としてご尽力されています。


